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理想科学工業 新商品のご案内
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仮想ファイルシステム「拡張ボリューム」採⽤で⾼速な処理を実現

丸ごとパックであんしん

パッケージ特別価格

オプション価格に関しましては、
担当営業までお問い合わせください。

パッケージの詳細は裏⾯をご覧ください。

¥258,000

高信頼ハードディスク
「WD Red」を搭載し、
USB 3.0対応で超高速

データ損失を大幅に低減する
「拡張ボリューム」を採用した
2ドライブビジネスNAS

停電発生時にNASにシャット
ダウン信号を送り安全に停止

●NAS本体
I/O DATA製
HDL2-Hシリーズ

●バックアップ用HDD
I/O DATA製
HDJA-UT4.0W

●無停電電源装置(UPS)
OMRON製
BY35S

保守
ステラグループ
オンサイト保守

基本セット
3年保証 4TBモデル

オプション
NAS Securityなし
データ復旧費⽤保障なし
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※受付時間は平日9:00〜17:30とします（⼟⽇・祝祭⽇・年末年始休暇は除きます）
（受付時間により翌⽇対応になる場合もございますのでご了承ください。）

ユースウェア

基本

ログインパスワード
RAID設定
NASの名前/ワークグループ名
IPアドレス/サブネット/デフォルトゲートウェイ/DNS/WINS
ユーザー作成 5件
共有フォルダ作成 3件（アクセス権含む）
バックアップスケジュール 1件
UPS設定
訪問設置（NAS本体およびUPS）
梱包材などの片付け

オプション
ユーザー作成 5名追加
共有フォルダ作成 1フォルダ（アクセス権含む）
データ移⾏ /1単位50GB

保守
基本 メーカー保守パックステラオンサイト保守 平日9-17時対応

ステラオンサイト保守 平日9時00分-17時30分対応

オプション クラウド監視サービス
オンサイト定期点検サービス（1回）

※本構成は機器の正常稼働および障害時の対応を保守するものであり、お客様のデータを保証するものではありません。
※機器の故障やお客様の過失などによるデータ喪失等につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ステラグループ保守パックの主な内容

ラインナップ

※1 2TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は1.8TB程度となります。

※2 4TB HDD×2の構成となり実際の保存容量は3.8TB程度となります。

※3 購入時オプションとなります。
Trend Micro NAS Security 搭載モデル構成となります。

8TBモデルに変更※2

4TB・3年保証の基本モデル※1

5年保証モデルに変更

ウイルス対策※3を追加

データサルベージ保障※4を追加

お客様のご要望に沿ったモデルへ
※4 購入時オプションとなります。

論理障害3回、物理障害1回の合計4回まで、かつ、合計最大100万円
までのデータ復旧費⽤をご負担致します。
ただし、基本ハードウェア構成以外での運用は対象外となります。
当オプションはお客様のデータの復旧を保証するものではありません。
また、データ消失の損害を賠償するものではありません。

オプション

オプション

(+¥40,000)

(+¥100,000)

(+¥20,000)

(+¥30,000)

(¥258,000)
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ウェブ閲覧や電⼦メールはビジネスにおいて不可⽋なツールとなり
情報発信、情報取得などは簡単な操作で⾏うことができます。

しかし⼗分に対策を⾏わなければ重要な情報は危険にさらされてしまいます。

会社の情報を外部のネットワークから保護し、会社のネットワークを
強くすることにより、情報漏えいの危険性を低減します。

Fortigate 60D (UTM)パッケージ

ファイアウォールをベースに、アンチウイルスや不正侵⼊防御、
Webフィルタリングといった複数のセキュリティ機能が統合された機器の事です。

UTM(統合脅威管理)とは

リスク低減対策のご提案
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保守5年分⼀括⽀払タイプ 保守⽉額料⾦タイプ
導入費用 ※1 ¥560,000- ¥400,000-

月額費用 ¥0- ¥4,000-

最低利⽤期間 - 24ヶ月 ※2

 オンサイト(訪問)による設置

 お客様のインターネット環境にあわせたインターネット設定
※透過モードで設定した場合、リモートメンテナンスは受けられません。

 基本セキュリティであるアンチウイルス機能・不正侵入防御機能・アンチスパム機能・Webフィルタ機能の設定

 アンチスパムおよびWebフィルタのブラックリスト・ホワイトリストを設定

 UTMライセンス登録手続き代行

※1 導入費用にはUTMの利用ライセンスが5年分が含まれます。6年目以降は別途ライセンスを購入する必要があります。

※2 24ヶ月以内の解約は、残りの月額ランニング合算料金の請求となります。

※本商品はノード数を30台未満を想定しております。30台以上の場合はご相談ください。

日々変化する脅威に対し、ステラグループがお客様の変わりに日々の運用を
サポートするパッケージ商品をご用意しました

 トラブル時には弊社サービスエンジニアによる電話対応後、リモートもしくは訪問にて対応をいたします。

（オンサイト(訪問)保守：平日の9:00～17:00、電話受付9:00～17:30）

 リモートによるアンチスパムおよびWebフィルタのブラック・ホワイトリストの適用（ルータモードのみ）
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クライアントPC
展開サービス

短納期！統一化！
低コスト！

パソコンの入れ替えや導入時に是非ご検討ください！

展開サービス ５つのポイント！

※1 ご導入されるPCの台数により、納品までの日数は変動します。
※2 同一機種・同一構成に限ります。
※3 ステラグループ出荷時のイメージを復元できるディスクとなります。

設定作業費の削減！

設定内容の統一化！

ご受注から１０営業日程度で納品可能！ ※１

追加のPCも即時対応！ ※２

イメージディスク付き！ ※３
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展開サービスとは・・・

ご導入頂くPCの元となるマスターPCを作製し、
クローニング(複製)を行うことでセットアップをする
サービスです。

納品までの流れ

環境調査及びヒアリングを実施し、ステラグループ社内にて
「マスターPC作製」「クローニング(複製)」「個別設定」を行い、
ご納品となります。

価格についてはお問い合わせください

マスターPC作製 クローニング 個別設定 納品

↓導入後の既存PC廃棄も承ります↓

専用ソフトウェア・専用破壊機器を使用してハード
ディスクのデータを消去し、情報漏えいを防ぎます。

データ消去後に、「データ消去作業報告書」を発⾏
致します。

データ消去したハードディスクは
お客様にご返却、もしくは当社にて廃棄いたします。

※別途費用が発生します。

※ご導入頂くWindows™のエディションがProfessional以上である必要があります。
※プリインストールモデルのMicrosoft Office™は使用できません。
※２本までのソフトウェアインストールが含まれます。
※現地での作業実施やメモリ増設等のハードウェア変更は別途ご相談ください。
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日々増え続ける紙ドキュメント、
電子化と有効活用の２つの課題

2 つの課題、2 つで解決！ 2 つのメリット！

紙ドキュメントは、増える一方です・・・
確か、会社のコピー機には、
スキャナ機能が標準で付いてる筈だが、

電子化できれば、
コスト削減にもつながるのに・・・

電子化は個別にしているものの、
共有ルールや格納方法は
個人任せにしており、

サーバ内や社員PCの中にありませんか？

２つで解決！

×

“電子化が上手く進まない”のはなぜ？
最初は上⼿く⾏ったのに“電子のゴミ箱に!?”

“何で使わないんだろう？”

“電子のゴミ箱”が

Case.2

Case.１

詳しくは裏⾯へ

⽂書管理システムを導⼊するだけでは、電⼦化は進みません・・・・。
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iR-ADV × ドキュナビ が連携すると・・・

通常の操作画面
（メインメニュー）

製品名 （初年度保守付き） 標準価格

imageWARE Desktop 1ライセンス 28,000円

imageWARE Desktop ３ライセンス 58,000円

『ファイル名変更』が、ワンクリックで可能!

便利なPCソフトで超かんたん検索

ポンッ!!

複合機標準 のスキャン機能

自分が良く使う作業をボタン化できます
（例）『保管用』ボタンを作成し、ワンタッチで

自分のPC内に電子化できます！

（カスタムメニュー）

操作画面

ポイント1

メリット 個人のITスキルによらず、
みんなが電子化できる！

DocumentNavigator（ドキュナビ）により、
複合機のタッチパネルで、パソコンの中身を閲覧でき、
保存したい場所に、“ミス無く・簡単に”保存できる。

ポイント2

文書をすぐに探せる！メリット

電子化された文書に、ファイル名を付けることで
後から、誰でも簡単に探し出せます。
ネーミングルールも⼀緒なので、管理も出来ます！

複合機で設定した名前でファイルが出来ますかんたん電子化＆リネーム！

2010年

ＰＣ画面

リース契約_ABC商事_高橋
※ネーミングルール ⇒ 書類名_会社名_担当者
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P-VAS 請求書電子化サービスのご紹介

請求書電子化サービス

紙で郵送していた請求書、納品書、支払明細（支払通知、支払案内）といった帳票をWEB上で
発⾏するクラウド型のサービスです。印刷・封⼊といった⼿間の削減やミスの防⽌はもちろん、郵送代・
紙代・印刷代といったコストの削減も可能です。

請求書電子化サービスとは？
 あらゆる帳票をWEB・メールで発⾏
 印刷・封⼊など帳票発⾏の⼿間をゼロにします！

帳票発⾏業務をもっと楽にしませんか？

御社 顧客/発⾏先

帳票データをアップロード 請求書電子化サービス
帳票の作成＆発⾏

帳票PDFをWebから
ダウンロード

帳票発⾏時の
通知メールに添付

サービス提供会社：株式会社ラクス

※帳票データを取り込むだけで、発⾏先に応じて
「WEB」「メール添付」のいずれかの方法で、帳票を発⾏します。

『商魂X』上で
請求データ確定

P-VAS請求書電子化
サービスにデータ取込 請求書を⾃動発⾏

お客様がWEB上で
請求書確認

※連携イメージ

請求書電子化サービス

■P-VAS請求書電子化サービス(楽楽明細 PCA版)ではPCA商魂Xの請求書(品名版)と同等の帳票が事前に用意されております。

『PCA商魂X』との連携

〒102-8171   千代⽥区富⼠⾒1-2-21 PCAビル EL:03-5211-2700  
18
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オフィス空間に「音」や「音楽」を上手く取り入れませんか？

お客様オフィスで
音楽が流れる空間をご体感されませんか？

環境音楽でメンタルヘルス予防対策

担当まで
ご相談ください

BGMが流れていると、気分転換をもたらし集中⼒が⾼まりやすくなります。
また、雰囲気が和やかになって社員同士のコミュニケーションも活性化されます。
逆に、無音状態では、ストレスが発生したり緊張感より集中⼒が低下し、⽣産性が落ちる場合があります。
オフィス空間においては、“音”も重要な要素ですが、音源の選び方が難しくもあります。
オフィスに合わせた適切なBGMを流すことにより、様々なメリットや効果が期待できます。
詳しいご説明をさせていただきますので、担当までお問い合わせください。

★集中⼒アップ ★メンタルヘルス対策 ★職場環境の改善 ★オフィス空間デザイン

集中⼒と効率UPを目指した
オフィス向けBGM

ストレスを和らげる音楽で
「働く人」のメンタルヘルス対策

明るく爽やかなサウンドで
職場環境の改善

快適なサウンドを演出利⽤し
オフィス空間をデザイン

職場環境を改善する「オフィスBGM」
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エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp
Facebookページ
https://ja-jp.facebook.com/elecomjp

本ドキュメントの作成にあたっては細⼼の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや⽋落があっても
エレコム株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成⽇現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは⼀部に変更が⽣じる可能性があります。

エレコム

ELECOM
×

Digital Signage

組み込み用のパソコンだけではなく、エレコムの周辺機器もおすすめ！
周辺機器類はあまり関係がない？とお考えではありませんか？
デジタルサイネージのコンテンツ配信に欠かせないネットワークl機器や、
コンテンツ保存用のSDカード・USB・ポータブルHDD・SSDなどの記録メディア、
盗難防⽌策ができるアイテムなどでもお⼒になることができます。

Thunderbolt/USB3.0
2つのインターフェイス搭載! 
耐衝撃ポータブルHDD

LCH-RGDTBUGSeries

¥OPEN

スタンドアロンサイネージへのデータの保存用とし
て最適です。耐衝撃機能も搭載。

4K2K(30P)に対応！
50m、70m、100mの3種類
超⻑尺HDMIケーブル

DH-HDLO**BKSeries

¥OPEN

コンテンツの再生に！再生専用
の安価なモデル
DVDドライブ

LDV-PMH8U2NBK

¥4,900

“11ac”1300Mbps対応で高速通信
が可能！
無線アクセスポイント

WAB-I1750-PS
¥29,800

超小型のUSBメモリ。
8GB,16GB32GBの3つの容量
超小型USB

MF-SU3Series

¥OPEN

配信式のサイネージの場合は超高速のネットワーク
構築が重要。超高速の11ac対応機器で滞りないコン
テンツの配信が可能になります。

熱に強い二重構造ケース採用！
2重構造工事用タップ

T-WRM36/RSSeries

¥4,400〜

デジタルサイネージの端末の設置場所はさまざま。
高温になる場所などにも設置することがあります。
耐久性にすぐれたタップを選びましょう。

熱に強い二重構造ケース採用！
耐震ゲル（PC/TV）

TG-010Series

¥2,000〜

受付など高いところに設置することも多い端末。
はがしてもあとがつかないタイプなので、レイアウ
ト変更などにも柔軟に対応できます。

いたずら等で抜かれてしまったり。機器を少し動かし
て取れてしまうなどLANケーブルが抜けてしまうトラ
ブルはよく潜んでいます。

ケーブルが外れない
セキュリティロック付き！
Cat5E 0.5ｍ~15mまで
抜けないLANケーブル

LD-CTLKSeries

¥1,890〜

ごちゃごちゃケーブルをまとめる
ケーブル
スパイラルチューブ

BST-10Series

¥600〜

電源やHDMIケーブルなど、接続する配線のごちゃご
ちゃを防ぎます。

スタンドアロンサイネージやモニタへのデータの保
存用として最適。1円玉と同じぐらいのサイズなので
差し込んでもわずらわしくありません。

遠い場所にある液晶テレビを接続する時に便利です。

スタンドアロン端末でコンテンツ再⽣⽤として便利。
バスパワー対応ですが、AC電源も付属しています。

防水・高温対応・対衝撃！64GBの
⼤容量
高耐久SDカード

MF-ACSD64GU11/H
¥11,420

スタンドアロンサイネージに最適な高耐久なSDカー
ド。過酷な使用環境にも耐えうるように設計されて
います。

あいているポートをふさぐ！
USB/LANポートガード
ESL-USB1Series

ESL-LAN2KSeries

¥1,800

端末は目につきやすい場所に設置をするため、
ごみ・お菓子などを入れられるなどの心配も。
あいているUSB/LANポートを塞ぐことができます。

サーバーのバックアップに！24
時間駆動や⻑期3年保証を実現
3.5inch外付けHDD

LSV-BKN03U3

¥28,800

配信元のサーバーのバックアップに最適。クライア
ントOSだけではなく、WindowsServer2012などの
サーバOSにも対応。

16GB8GB 32GB 64GB

3TB
1TB 2TB

ELECOM ＆ LogitecPC × Digital Signage

デジタルサイネージ向け製品
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【イメージ図】

【導入することのメリット】
・15インチと小型のため、
小規模の店舗やデッドスペースへも設置が出来る

・ブレーカーと連動して電源ON-OFFができる
・ネットワーク配信形式でも、
スタンドアロン形式（SDスロット利⽤）でも利⽤ができる

・常時運用を前提とした電源設計で安定駆動

サイズ違いもございます

logitecPC
×

Digital Signage

【業種】
・小売業（小規模小売店）/大型小売店の一部の売り場

【要望など】
・スペースが少ないため大型のパネルの設置が困難
・電源の切り忘れがあるのでメンテナンスレスなものが良い
・配信形式にもスタンドアロン形式にも対応できる
柔軟性の高いモデルがよい

・⺠⽣品ではなく、産業⽤途で利⽤できるような
堅牢性の⾼いモデルが良い

デジタルサイネージ＝大型のモニタやLEDのビルボードを利⽤というイメージが強くありますが、
いま注⽬されているのは⼩型のタッチパネル端末を利⽤してのデジタルサイネージです。
ロジテックのAndroid搭載のタッチパネルPCは省スペース・導⼊コスト⾯で優れている事から⼩売店・飲⾷店さま
を中心にお引き合いを多く頂いています。
ロジテックのカスタムコントローラは、
「国内自社工場」「１台から柔軟にカスタム」「いつでも・なんでも・あなたのために」
⽇々⻑野県の⾃社⼯場より⽣産を⾏っています。

デジタルサイネージ端末に最適化された
Android 4.2.2搭載 15.6インチ
電池レスタッチパネルPC

LT-H0315
参考価格 ￥99,800（税抜）

スタンド
アロン配信

Android
OS

バッテリー
非搭載

VESA
対応

有線LAN
搭載

USB Aポート
搭載

システムバー
非表示

COMポート
装備

スケジュール
ON/OFF機

能

サスペンドレ
ジューム機能

■自由設置：VESAマウント対応
VESA100に対応。容易に固定・設置が
可能

■専用端末化：システムバー非表示
システムバーの表示をオフに出来ます。
フルスクリーン対応＆手を加えられる心
配もなくなります。

■ACパワーオン対応：バッテリーレス
電池レスのため、ACパワーオンに対応。
⼯場や店舗設置などで、⼀⻫に動かし
たい場合は電源との連動が可能。

小売業・飲食店など多店舗運営企業さまに最適！（ デジタルサイネージの他にKIOSK、POS、受付端末用途にも！ ）

LT-H0307
¥38,800(税抜)

LT-H0310
¥44800(税抜)

※オプションでスタンドや、スタンド付き
のモデルもあります。

※20インチも発売予定！

画面 大きさ 15.6インチ 無線LAN IEEE802.11 b/g/n （オプション)
最⼤解像度 1366 × 768 ドット Bluetooth -
明るさ 450cd/m2 センサー 加速度センサ

タッチパネル 10点タッチ⼊⼒対応、静電容量⽅式 カメラ (オプション)
CPU AMLogic8726-MX (Cortex-A9) DualCore 1.5GHz スピーカー ステレオスピーカ 内蔵 2.1W×2
OS Android 4.2.2 電源ユニット ⼊⼒ AC100-240V 50/60Hz、 出⼒ DC12V 1.5A
システムメモリ １GB 電源⼊⼒ DC12V
ストレージ容量 4GB バッテリー － (非搭載)

I/O Port

USBホスト USB2.0 (タイプA) ×5 外形寸法 387 × 240 × 27mm  *本体のみ
USB micro USB ×1 重量 1.3kg
HDMI mini HDMI (タイプC) 付属品 ACアダプタ、スタンド

SDカードスロット SD/SDHC (最大32GB) 保証期間 ご購入後 1年間保証

有線LAN 10/100Mbps (RJ45×1) 保守対応 ご購入後 3年間 (センドバック修理)
シリアルポート RS-232C(RJ45×2）

サウンド⼊出⼒ ヘッドホン、SPDIF×1

小売店 飲食店 リラクゼーション 薬局

■製品仕様

サイネージ 配信元
（クラウド、サーバ）

7インチ/Android4.1.1

10.1インチ/Android4.1.1
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ドライブレコーダー 参考録画時間

色 型番 定価

ブラック

LVR-HSD310HWG
ｼｶﾞｰﾁｬｰｼﾞｬｰﾓﾃﾞﾙ

OPEN

LVR-HSD315HWG
電源直結ﾓﾃﾞﾙ

OPEN

■ HD高画質＆GPS機能搭載モデル

ドライブレコーダー 仕様詳細

製品

画角（対角） 前方カメラ：120°

記録ファイル形式 独自形式(専用プレーヤーからのみ参照可能)

フレームレート 最大30fps

画素数/最⼤解像度 100万画素/HD(1280×720)

使用可能SDカード microSDカード Class6以上(8〜64GB)

GPS ○

記録仕様 電源オンで記録開始、
衝撃の検出でファイルを分割領域割合設定可能

データ保護条件 衝撃検知(Gセンサーで3段階設定可能)

外形寸法
(幅×奥⾏き×高さ) 91.0×33.3×47.0mm(突起部分を除く)

対応OS Windows Vista , 7(32/64bit) , 8.1(32/64bit), 
10(32/64bit)

保証期間 1年

LVR-HSD310HWG/LVR-HSD315HWG

●GPS搭載HD対応ドライブレコーダー
●スマホで撮影確認や設定ができる
●衝撃を検知して映像を保存できる
●SDHC 8GB（約2時間）同梱
※出荷時設定の場合

LVR-HSD310HWG/LVR-HSD315HWG

8GB 16GB 32GB 64GB

720P 450P 720P 450P 720P 450P 720P 450P

30fps 2.7h 5.5h 5.5h 11.0h 11.0h 21.9h 22.0h 44.0h

25fps 3.3h 6.6h 6.6h 13.2h 13.2h 26.3h 26.4h 52.8h

20fps 4.0h 7.9h 8.1h 15.8h 16.1h 31.6h 32.3h 63.3h

15fps 5.2h 10.7h 10.4h 21.3h 20.8h 42.7h 41.7h 85.6h

10fps 7.6h 15.2h 15.2h 30.4h 30.4h 60.7h 60.9h 121.8h

5fps 15.2h 24.7h 30.4h 49.3h 60.7h 98.7h 121.8h 197.9h

2fps 32.9h 49.3h 65.8h 98.7h 131.6h 197.4h 263.9h 395.8h

1fps 56.3h 78.9h 112.8h 157.9h 225.6h 315.8h 452.4h 633.3h

画素数：100万画素 初期値 画質：最高 解像度：720P

＜付属品＞
■LVR-HSD310HWG(ｼｶﾞｰﾁｬｰｼﾞｬｰ)
シガーチャージャー/ブラケット/無線LANアダプタ
/GPSアダプタ/SDカードアダプター/microSDカード
(8GB)/スタートアップガイド/ダウンロードガイド/ご使
用上の注意事項(保証書付き)

■LVR-HSD310HWG(電源直結)
電源直結ケーブル/ブラケット/無線LANアダプタ
/GPSアダプタ/SDカードアダプター/microSDカード
(8GB)/スタートアップガイド/ダウンロードガイド/ご使
用上の注意事項(保証書付き)
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お問い合わせ先

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp
本ドキュメントの作成にあたっては細⼼の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや⽋落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は
予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成⽇現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは⼀部に変更が⽣じる可能性があります。

ロジテックINAソリューションズ株式会社
http://www.logitec.co.jp

型番 MF-CAMR016GU11 MF-CAMR032GU11

メモリ規格 microSDHC microSDHC
スピードクラス Class10,UHS-Ⅰ Class10,UHS-Ⅰ

インターフェイス SD SD
メモリ容量 16GB 32GB

最低保証速度 10MB/s 10MB/s
動作環境 -25℃〜85℃ -25℃〜85℃
外形寸法 幅15.0mm×奥⾏1.0mm×高さ11.0mm 幅15.0mm×奥⾏1.0mm×高さ11.0mm
重量 約0.4g 約0.4g

付属品 SD変換アダプタ×1 SD変換アダプタ×1
保証期間 1年 1年

熱に強いから安心して使える！

データ書き込み回数が5〜10倍程度の約10,000回(理論値)！

理由その

理由その

理由その

データアクセス中に電源が落ちても破損しにくい！
※当社指定環境にて測定しております。
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yuta.muto

【営業拠点】本社オフィス：東京都文京区後楽二丁目3番21号　住友不動産飯田橋ビル11F                    TEL: 03-5804-8780立川オフィス：東京都立川市柴崎町2丁目3番6号　第一生命ビル3Ｆ                     TEL: 042-525-2146三鷹オフィス：東京都武蔵野市中町1丁目9番5号　第一中央ビル3Ｆ                     TEL: 0422-52-8351神奈川オフィス：神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号　関内マークビル2F                       TEL: 045-651-7421

yuta.muto

販売店：

yuta.muto

ステラグループ株式会社



特徴その２ ･･･ 「 メタル筐体 ／ 内部電源」
放熱性に優れた信頼性の高いメタル筐体！

ACアダプター不要の内部電源でコンセント周りをスッキリ！

オフィスへの設置に最適なレイヤー２スイッチ！
Giga対応 スイッチング ハブ

AT-GS910 シリーズ

特徴その１ ･･･「50℃環境温度対応 ／ ファンレス設計 」

50℃環境温度対応により高温環境下への設置が可能！

ファンレスで動作音が発生しない！ 設置場所を選ばない！

特徴その３ ･･･ 「電源ケーブル抜け防止機構」対応

電源ケーブルの抜け防止金具 L字電源ケーブル対応

（オプション） （オプション）

特徴その４ ･･･「製品保証は最大5年間」

製品保証規定に基づいた最大5年間の無償交換をお約束します！

アカデミック（文教ユーザー様向け特別価格）対象製品です。
※ 詳細は弊社ホームページまたはお問い合わせください。

アカデミック

スイッチ型名：
5ポート AT-GS910/5 8ポート AT-GS910/8
16ポート AT-GS910/16 24ポート AT-GS910/24
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特徴その5 ･･･ループガード機能でループ障害を防止！

※ ループガード機能はネットワーク構成や環境により、効果を十分に発揮できない場合があります。詳細は弊社ホームページまたはお問い合わせ下さ
い。

サーバーへの接続不可・通信継続不可

サーバーの応答が著しく低下

上位ネットワークに対する負荷発生

端末でループ発生

製品コード 製品名 10/100/1000Tポート数 標準価格(税抜) 製品保証期間

2313R AT-GS910/5 5 ポート ¥11,000

5年
2329R AT-GS910/8 8 ポート ¥12,000

2331R AT-GS910/16 16 ポート ¥39,000

2332R AT-GS910/24 24 ポート ¥55,000

1) 同一スイッチ内での
ケーブル誤接続

2) 配下スイッチ内での
ケーブル誤接続

3) 配下スイッチ間での
ケーブル誤接続

■様々な構成で発生するネットワークループへの対策が可能！

■ループガード機能は、不意に発生する障害を防止します！

ループガード機能：LDF検出の動作ループガード機能：
LDF(Loop Detection Frame)検出

※他にも下記のようなループガード機能が
ございます。各機能の詳細については
弊社までお問い合わせください。

・ForceMDI機能
・受信レート検出
・MACアドレススラッシング検出

※1 GS910シリーズにてご利⽤頂けます
※2,3 本機能をご利⽤の際は別途製品をご紹介させて頂きますので、お問い合わせください。

(※1)
(※2)

(※3)

特徴その６ ･･･お安い価格でお買い求めいただけます！

■ループ接続による通信断発生の原因は・・・
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★ステラなら【ワンストップサービス】★

オフィスに関わる全ての事を、お気軽にご相談ください！！

物 件 引越しレイアウト
ステラなら物件探し
からお手伝いいたし
ます。

たくさんの引越し業
者からお客様に最適
な業者を選定いたし
ます。

⽴つ⿃跡を濁さず！
間仕切りの解体から
什器の廃棄など、何
でもお任せください。

機能性・効率性を追
求したオフィスレイ
アウトをご提案いた
します。

無償でオフィスレイアウト作成いたします！

原状回復

・内装工事
・オフィス家具
・電話 LAN配線
・セキュリティ構築
・周辺機器の増設
・引越し
・印刷物手配

従来の
お客様主導型

※オフィスレイアウト作成条件
・事前の現調・ヒアリングは必須とさせていただきます
・お客様あたり“１レイアウト”と致します
・お渡しは、現場調査・ヒアリング実施から1週間を目安とさせていただきます

ワンストップ
で対応させていただ

きます。

トータル
コーディネート

セキュリティ

引越し

電話・LAN

オフィス
家具

原状回復

OA機器
物件
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座り心地は弊社ライブオフィスで体感できます！
ぜひ実際にお試しください！

今、デスクに座ってステラリンクを
ご覧のみなさま、こんなことございませんか？

この機会にオフィスのイスを見直しませんか？
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「Windows Update」皆さんしっかり実施していますか？
Windows Update にはWindows自体やOffice・Internet Explorerと言ったアプリ
ケーションの更新など⾊々ありますが、ここではInternet Explorerのセキュリティ更新
についてお伝えします。

Internet Explorerにおける脆弱性対策件数

一般的には最新のブラウザをご利⽤いただいた⽅が安全ではありますが、
⼊札や銀⾏取引など場合によっては最新のブラウザが対応しない場合も
ありますので、相手方へご確認頂くと安心です。

意外と知られていないお得な情報や
今ICT業界で話題になっている事をご紹介！！

隔月連載 第20回

Microsoft Internet Explorerに
どのようなイメージをお持ちで
しょうか？
セキュリティに不安のある⽅が多
いのも頷けるほど数多くの脆弱性
対策が取られているようです。

ブラウザバージョンアップの注意点

デスクトップブラウザのシェア

2015年12月時点のデスクトップブラウザ
のシェアは右表の通りとなっています。
Internet ExplorerとChromeをお使いの方
が多いようです。

Chromeにおける脆弱性対策件数

Microsoft Windows Updateは⽉に⼀度まとめてリリースする
⽉例更新と緊急性の⾼い随時更新があります。

0
100
200
300
400
500

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

深刻度 注意(0.0〜3.9)

深刻度 警告(4.0〜6.9)

深刻度 危険(7.0〜10.0)

JVN iPedia - 脆弱性対策情報データベースより抜粋

1 Microsoft Internet Explorer 48.6%

2 Google Chrome 32.3%

3 Mozilla FireFox 12.1%

0
100
200
300
400
500

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

深刻度 注意(0.0〜3.9)

深刻度 警告(4.0〜6.9)

深刻度 危険(7.0〜10.0)

JVN iPedia - 脆弱性対策情報データベースより抜粋

シェア2位のGoogle Chromeも
⾒てみるとInternet Explorerと
変わらないほどの対策が取られて
いるようです。

どんなブラウザでも定期的に更新
する事が⼤切ですね。
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2016年度 複合機保守サービス顧客満⾜度調査

いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。
このたび、お客さまへの「より質の高いサービス」のご提供を目指し、
キヤノン製複合機をご愛用のお客さまを対象にインターネットによる
アンケートを実施させていただきます。
ご多用の折、大変恐縮でございますが、お手元に「お客様アンケー
トのお願い」というハガキが届きましたら、ご協力を賜わりますようお
願い申し上げます。
お客さまからいただいたご意見から、さまざまな改善を続ける事で
『より質の高いサービスの提供』につなげて参ります。

お問い合わせは、
担当のセールスかサービスマンまでお気軽に
お申し付けください

お手元にはがきが届きましたら
記載URLへアクセスをお願いいたします

◆実施期間： 2016年4月上旬～ 2016年6月30日
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Twitter 展開中！

弊社システムサポート担当が日々
いろいろな情報をつぶやきます。

@Stellar_Support
ぜひフォローお願いします。

ステラリンク2016年4月号
2016年3月15日発行

ステラリンク2016年4月号

★ステラリンクのバックナンバーをホームページでご覧いただけます。
http://www.stargp.jp/stellar-link
★Facebookもぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/stargp.jp

代表取締役社長 川井 昇

お客さま 各位
ステラグループ株式会社 代表取締役社長の川井昇です。

いつも大変お世話になりまして、誠にありがとうございます。

今年も4月1日より、キヤノンマーケティングジャパン主催の
「お客さま満足度調査」が実施されます。（今号31ページをご参照くださいませ）

おかげさまで、私どもステラグループは過去5年で4度全国No.1にしていただいております。
社員一同、1年365日、お客さまのお役に立てるよう努めているつもりでございますが、
まだまだ行き届かぬ点もあることと存じます。
お客さま皆様方におかれましては、ぜひ忌憚のないご意見をお聞かせくださるよう心よりお願い申しあげます。

ステラリンク編集長の武藤です。いつもお読みいただき、誠にありが
とうございます。

6ページに登場のORPHIS FWシリーズは、従来機の弱点とも言えた本体ｻｲｽﾞ
の大きさ、印刷稼働音、そして価格までも改善された待望の新機種です。

もちろん、ORPHISの特徴である生産性とランニングコストの安さは引き継がれており、
今まで以上に多くのお客様にご利用いただける機種だと思います。デモカ―での出張
デモも実施していますので、まずはぜひ一度、実機にてご評価ください。

新入社員受け入れのご準備など、お急ぎのご相談もぜひお気軽にお願いいたします。

ビジネス・ソリューション営業部 システム・ソリューション営業1課
武藤 雄太

P 2 ソネット 法人向け ICTソリューション「NURO Biz」
P 4 ソネット 「NUROリンク 閉域網」
P 6  理想科学工業 ORPHIS 新シリーズ
P 8 Canon 新型高速ﾓﾉｸﾛ複合機6500/8500series
P10   データ保管の新境地「ステラNAS」
P12   ネットワークリスク低減対策のご提案
P14 クライアントPC展開サービス
P16   電子化と有効活用の2つの課題
P18   請求書電子化サービス「P-VAS」

P19  ホームページ丸々パックのご紹介
P20 PDF化(書類電子化）サービスの案内

P21  メンタルヘルス対策のご紹介（USEN）
P22  ELECOM 「デジタルサイネージ向け製品」
P24  ELECOM 自動車を”安全”に「ドライブレコーダー」
P26  Allied Telesis新型ビジネスL2スイッチ
P28 オフィスの移転はステラグループにお任せください！
P30 パソコンの役立ち情報㉑「WindowsUpdate」
P31  顧客満足度調査のご案内

会社名：ステラグループ株式会社 http://www.stargp.jp/
設 立：1973年7月 資本金：9,500万円 代表者：代表取締役社長 川井 昇

<営業拠点>   
本社オフィス 東京都文京区後楽2丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル11F

TEL: 03-5804-8780

立川オフィス 東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3Ｆ
TEL: 042-525-2146

三鷹オフィス 東京都武蔵野市中町1丁目9番5号 第一中央ビル3Ｆ
TEL: 0422-52-8351

神奈川オフィス 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号 関内マークビル2F
TEL: 045-651-7421

<事業内容>
●OA機器およびコンピュータ機器の販売とメンテナンス・保守
●ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理
●システム開発
●什器備品・消耗品・オフィス家具の販売
●デジタルデータ総合出力サービス・クリエイティブワークの企画・制作
●人材派遣【 （般） 13-01-1334 】・アウトソーシングビジネス


